
生垣等緑化推進助成要綱 

 
（目的） 
第 1 条 この要綱は、（公財）神戸市公園緑化協会が、神戸市緑化基金事業としてブロック

塀の抑制を図るとともに緑あふれるまちなみにより、安全で快適なまちづくりを促進

するために、生垣の設置等の緑化工事（以下「生垣等設置工事」という。）を行う者に

対し、予算の範囲内において経費の一部を助成することに関して必要な事項を定める。 
 
（助成の要件） 
第 2 条 生垣等設置工事を行う場合は、建築基準法などの法令を遵守しなければならない。 
２ 助成金の交付は、同一の敷地内において一度限りとする。 
３ 同一の敷地内において、申請できる緑化工事は 1 種類のみとする。 
４ 同種の助成事業等と重複してはならない。 
５ 生垣等の所有者が複数いる場合は、全員の同意を得なければならない。 
６ 管理者が助成事業者となる場合は、所有者からの同意を得なければならない。 
 
（助成対象経費） 
第3条 助成の対象となる経費は、神戸市内の住宅・敷地において道路（一般通行の用に

供されている私道も含む。）に隣接する延長 3ｍ以上の部分に次の各号のいずれかに該

当する方法により樹木等を植栽する生垣等設置工事に要する経費とする。 
(1) 高さ 1ｍ以上の樹木を延長１ｍにつき２本以上植栽し、かつ 3ｍ以上連続して植栽す

る工事。（以下「生垣化」という。）ただし、助成対象経費は、生垣化１ｍあたり 10,000
円を上限とする。 

(2) 高さ１ｍ以上の樹木を 1 本以上かつ低木・宿根草・地被植物等を 1 ㎡以上組み合わ

せて配置し、合計 3 ㎡以上植栽する工事。（以下「開放的な庭づくり」という。）ただ

し、助成対象経費は、開放的な庭づくり１㎡あたり 10,000 円を上限とする。 
 
（助成対象者） 

第4条 助成金交付の対象となる者は、ブロック塀等の撤去後に助成対象工事を行う場合

は、生垣等の所有者又は管理者とする。新築の場合は、戸建て住宅の所有者に限る。 
 

（助成金の額） 
第5条 助成金の額は、予算の範囲内で次に掲げる額のいずれか低い額を限度とする。（1）

神戸市危険ブロック塀等撤去助成事業によりブロック塀等の撤去を伴い生垣等設置工

事を行う場合は助成対象経費に３分の２を乗じて得た額とし、新たに生垣等設置工事

を行う場合は助成対象経費に 3 分の 1 を乗じて得た額とし、1,000 円未満はこれを切



り捨てるものとする。 
（2）神戸市危険ブロック塀等撤去助成事業によりブロック塀等の撤去を伴い生垣等設置工

事を行う場合は、上限 100,000 円、新たに生垣等設置工事を行う場合は、上限 50,000
円とする。 

 
（交付の申請） 
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、当該工事に着手する前に助成金交付申請書 
（様式第 1 号）に次の各号に掲げる書類を添えて（公財）神戸市公園緑化協会理事長（以

下「理事長」という。）に提出するものとする。 
(1) 工事計画図 
(2) 現況写真 
(3) 工事費見積書の写し 
(4) 誓約書（生垣等の所有者を明らかにすること） 
(5) 同意書（管理者が申請する場合や複数の生垣等の所有者がいる場合） 
(6) 所有者及び管理者であることの確認書類の提示 

 
（交付の決定等） 
第7条 理事長は、前条の申請があったときはその内容その他を審査し、適当と認めたと

きは助成金の交付を決定し、助成金交付決定通知書（様式第 2 号）により申請者に通

知するものとする。 
１ 理事長は、助成金の交付が不適当であると判断した場合は、助成金交付否決通知書（様

式第２号）により申請者に通知するものとする。 
 
（生垣等設置工事の変更等） 

第8条 助成金の交付の決定を受けた者が生垣等設置工事内容に大幅な変更があり、かつ

助成金の額にも大幅な変更が生じた場合は、助成金交付変更申請書（様式第 3 号）

に、次に掲げる書類のうち変更申請に必要なものを添付して理事長に提出するもの

とする。 
(1) 工事計画図 
(2) 現況写真 
(3) 工事費見積書の写し 

 
２ 理事長は、前項の申請があったときはその内容を審査し承認することが適当と認めた

ときは、助成金交付変更決定通知書（様式第 4 号）により申請者に通知するものとする。 
３ 理事長は、助成金の交付変更が不適当であると判断した場合は、助成金交付変更否決

通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。 
４ 助成金の交付の決定を受けた者が、当該年度に生垣等設置工事を行わない等の理由 



により助成事業を廃止する場合は、助成事業廃止承認申請書（様式第 5 号）を理事長に提

出するものとする。理事長は、助成事業廃止承認通知書（様式第 6 号）により、申請者に

通知するものとする。 
 

（工事完了届） 
第9条 助成金の交付の決定を受けた者は、交付決定を受けた年度内に当該工事を完成さ    

せなければならない。当該工事が完了したときは速やかに工事完了届（様式第７号） 
に次の各号に掲げる書類を添えて理事長に提出しなければならない。 

(1) 完了写真 
(2) 工事費支払請求書の写し 
 

（工事完了検査） 
第10条 理事長は、前条の規定による工事完了届を受理したときは、速やかに完了検査を

行うものとする。 
 
（助成金額の決定） 
第11条 理事長は、前条の規定による完了検査の結果当該工事が適切であると認めたとき

は、工事完了届記載の最終工事費に基づいて助成金額を決定し申請者へ助成金額決定

通知書（様式第 9 号）により通知するものとする。 
 

（助成金の交付） 
第12条 申請者は助成金額決定通知書に基づいた助成金請求書（様式第８号）を作成して

理事長に提出し、これを受けて理事長は申請者に対し助成金を交付するものとする。 
 
（助成金の返還） 
第13条 理事長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交

付した助成金の全部または一部を返還させることができる。 
(1) 申請の内容その他にいつわりがあったとき。 
(2) 変更申請が必要であることが判明したとき。（助成金の額が減額になる場合） 

 
（その他） 
第14条  この要綱に定める事項のほか必要なことは理事長が定める。 
第15条  この要綱の運用について必要なことは運用基準に定める。 
 
付 則 この要綱は、昭和 59 年 4 月 1 日から施行する。 
    この要綱は、昭和 60 年 2 月 1 日から施行する。 
    この要綱は、昭和 61 年 3 月 1 日から施行する。 



    この要綱は、昭和 63 年 3 月 1 日から施行する。 
    この要綱は、平成 元年 3 月 1 日から施行する。 
    この要綱は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

この要綱は、平成 30 年 9 月 28 日から施行する。 
この要綱は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 
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